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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フレーム読み出し駆動の固体撮像素子の出力信号から判定対象画素の画素データ及び前
記判定対象画素の周辺画素の画素データを抽出し、前記判定対象画素の画素データが前記
周辺画素のうち前記判定対象画素と同一フィルタ画素の画素データから第１の閾値以上の
差があり、且つ、前記判定対象画素に隣接する画素であって前記判定対象画素と異なる異
種フィルタ画素の画素データが前記周辺画素のうち前記隣接する画素と同一フィルタ画素
の画素データと第２閾値以下の差が有る場合に前記判定対象画素を欠陥画素と判定する欠
陥画素検出手段と、前記欠陥画素の画素データを前記周辺画素の画素データを用いて補正
する欠陥画素補正手段とを備え、前記欠陥画素検出手段は、前記第１の閾値以上の差が有
るか否かを判定する場合、前記周辺画素のうち画素データが最大の前記同一フィルタ画素
と前記判定対象画素の画素データとを比較することを特徴とする固体撮像装置。
【請求項２】
　フレーム読み出し駆動の固体撮像素子の出力信号から判定対象画素の画素データ及び前
記判定対象画素の周辺画素の画素データを抽出し、前記判定対象画素の画素データが前記
周辺画素のうち前記判定対象画素と同一フィルタ画素の画素データから第１の閾値以上の
差があり、且つ、前記判定対象画素に隣接する画素であって前記判定対象画素と異なる異
種フィルタ画素の画素データが前記周辺画素のうち前記隣接する画素と同一フィルタ画素
の画素データと第２閾値以下の差が有る場合に前記判定対象画素を欠陥画素と判定する欠
陥画素検出手段と、前記欠陥画素の画素データを前記周辺画素の画素データを用いて補正
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する欠陥画素補正手段とを備え、前記欠陥画素検出手段は、前記第２閾値以上の差が有る
か否かを判定する場合、前記周辺画素のうち画素データが少なくとも最大値以外の前記同
一フィルタ画素と前記隣接する画素の画素データを比較することを特徴とする固体撮像装
置。
【請求項３】
　フレーム読み出し駆動の固体撮像素子の出力信号から判定対象画素の画素データ及び前
記判定対象画素の周辺画素の画素データを抽出し、前記周辺画素のうち前記判定対象画素
と同一フィルタ画素の画素データと前記判定対象画素の画素データとから前記判定対象画
素が欠陥画素であるか否かを判定する欠陥画素検出手段と、前記欠陥画素の画素データを
前記周辺画素の画素データを用いて補正する欠陥画素補正手段とを備え、前記欠陥画素補
正手段は、前記判定対象画素が欠陥画素と判定された場合、前記判定対象画素の画素デー
タを、前記周辺画素のうちの前記判定対象画素と同一フィルタ画素の画素データと前記判
定対象画素の画素データとの差分、および、前記周辺画素のうちの異種フィルタ画素の画
素データと前記隣接する画素の画素データとの差分により補正することを特徴とする固体
撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はビデオカメラ等に用いられる固体撮像素子を備えた固体撮像装置に係り、特に、
固体撮像素子の欠陥画素の出力信号を補正する補正装置を備えた固体撮像装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
図１０は、例えば特開平５－４１８６８号公報に記載されている従来の欠陥画素補正機能
を備える固体撮像装置の構成図である。この従来の固体撮像装置では、画像情報がレンズ
１０１を通し撮像素子１０２で撮像される。この撮像素子１０２は、フレーム読み出し駆
動の撮像素子であり、撮像された画像信号は、前処理部１０３で前処理された後、Ａ／Ｄ
変換器１０４でデジタル信号に変換される。
【０００３】
このデジタル信号は、１Ｈ遅延回路１０５で１水平走査期間だけ遅延され、更に１Ｈ遅延
回路１０６で１水平走査期間（都合、２水平走査期間）遅延される。
Ａ／Ｄ変換器１０４から出力されたデジタル画像信号と、１水平走査期間だけ延されたデ
ジタル画像信号と、２水平走査期間だけ遅延されたデジタル画像信号は、色信号処理回路
１０７に入力されて色信号が生成されると共に、夫々、デジタルローパスフィルタ１０８
、１０９、１１０に入力されてフィルタ処理される。
【０００４】
フィルタ処理された３種の画像信号は、欠陥画素検出回路１１１に入力され、ここで閾値
１１２と比較されて欠陥画素が検出される。欠陥画素補正回路１１３は、フィルタ処理さ
れた３種の画像信号と、欠陥画素検出回路１１１からの欠陥画素検出信号とを取り込み、
欠陥画素の画素信号を補正してから輝度信号処理回路１１４に画像信号を出力し、この輝
度信号処理回路１１４が輝度信号を生成する様になっている。
【０００５】
この従来の欠陥画素検出回路１１１では、画像信号の中から、判定対象画素とそれに隣接
する周辺画素の画素データを抽出し、これらの画素データに対し加減算処理や比較処理を
行うことで突出量（判定対象画素の画素データと周りの画素データとの差違）を算出し、
この突出量と閾値１１２とを比較することで、判定対象画素が欠陥画素であるか否かを判
定している。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
上述した従来の欠陥画素補正装置は、フレーム読み出し駆動の固体撮像素子１０２から読
み出した画素データのうち、各フィルタ１０８、１０９、１１０から出力される垂直２画
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素のデータを加算し、更に水平２画素のデータを加算して輝度信号を得た後に、欠陥画素
と判定した画素データを周辺画素データを用いて補正している。このため、欠陥画素の影
響が周辺画素の画素データに広がり、正しく欠陥画素を検出し欠陥画素の画素データを補
正することができないという問題がある。
【０００７】
本発明の目的は、欠陥画素の影響が周辺画素に広がることなく欠陥画素の出力信号を補正
することができる欠陥画素補正機能を備えた固体撮像装置を提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明の固体撮像装置は、フレーム読み出し駆動の固体撮像素子の出力信号から判定対象
画素の画素データ及び前記判定対象画素の周辺画素の画素データを抽出し、前記判定対象
画素の画素データが前記周辺画素のうち前記判定対象画素と同一フィルタ画素の画素デー
タから第１の閾値以上の差があり、且つ、前記判定対象画素に隣接する画素であって前記
判定対象画素と異なる異種フィルタ画素の画素データが前記周辺画素のうち前記隣接する
画素と同一フィルタ画素の画素データと第２閾値以下の差が有る場合に前記判定対象画素
を欠陥画素と判定する欠陥画素検出手段と、前記欠陥画素の画素データを前記周辺画素の
画素データを用いて補正する欠陥画素補正手段とを備え、前記欠陥画素検出手段は、前記
第１の閾値以上の差が有るか否かを判定する場合、前記周辺画素のうち画素データが最大
の前記同一フィルタ画素と前記判定対象画素の画素データとを比較することを特徴とする
。
【００１１】
　本発明の固体撮像装置は、フレーム読み出し駆動の固体撮像素子の出力信号から判定対
象画素の画素データ及び前記判定対象画素の周辺画素の画素データを抽出し、前記判定対
象画素の画素データが前記周辺画素のうち前記判定対象画素と同一フィルタ画素の画素デ
ータから第１の閾値以上の差があり、且つ、前記判定対象画素に隣接する画素であって前
記判定対象画素と異なる異種フィルタ画素の画素データが前記周辺画素のうち前記隣接す
る画素と同一フィルタ画素の画素データと第２閾値以下の差が有る場合に前記判定対象画
素を欠陥画素と判定する欠陥画素検出手段と、前記欠陥画素の画素データを前記周辺画素
の画素データを用いて補正する欠陥画素補正手段とを備え、前記欠陥画素検出手段は、前
記第２閾値以上の差が有るか否かを判定する場合、前記周辺画素のうち画素データが少な
くとも最大値以外の前記同一フィルタ画素と前記隣接する画素の画素データを比較するこ
とを特徴とする。この構成により、欠陥のレベルに応じて閾値を任意に設定することで欠
陥画素の位置を特定し、補正することができる。
【００１２】
　本発明の固体撮像装置は、フレーム読み出し駆動の固体撮像素子の出力信号から判定対
象画素の画素データ及び前記判定対象画素の周辺画素の画素データを抽出し、前記周辺画
素のうち前記判定対象画素と同一フィルタ画素の画素データと前記判定対象画素の画素デ
ータとから前記判定対象画素が欠陥画素であるか否かを判定する欠陥画素検出手段と、前
記欠陥画素の画素データを前記周辺画素の画素データを用いて補正する欠陥画素補正手段
とを備え、前記欠陥画素補正手段は、前記判定対象画素が欠陥画素と判定された場合、前
記判定対象画素の画素データを、前記周辺画素のうちの前記判定対象画素と同一フィルタ
画素の画素データと前記判定対象画素の画素データとの差分、および、前記周辺画素のう
ちの異種フィルタ画素の画素データと前記隣接する画素の画素データとの差分により補正
することを特徴とする。この構成により、欠陥のレベルに応じて閾値を任意に設定し、欠
陥画素に隣接している画素の画素データが周りから突出しているかの判定をすることがで
きる。
【００１４】
　本発明の固体撮像装置は、フレーム読み出し駆動の固体撮像素子の出力信号から判定対
象画素の画素データ及び前記判定対象画素の周辺画素の画素データを抽出し、前記周辺画
素のうち前記判定対象画素と同一フィルタ画素の画素データと前記判定対象画素の画素デ
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ータとから前記判定対象画素が欠陥画素であるか否かを判定する欠陥画素検出手段と、前
記欠陥画素の画素データを前記周辺画素の画素データを用いて補正する欠陥画素補正手段
とを備え、前記欠陥画素補正手段は、前記判定対象画素が欠陥画素と判定された場合、前
記判定対象画素の画素データを、前記周辺画素のうちの前記判定対象画素と同一フィルタ
画素の画素データと前記判定対象画素の画素データとの差分、および、前記周辺画素のう
ちの異種フィルタ画素の画素データと前記隣接する画素の画素データとの差分により補正
することを特徴とする。この構成により、判定対象画素およびそれに隣接する画素の突出
量に応じて閾値周辺にある場合、これらの突出量に応じて補正値を滑らかに変化させるこ
とができ、ノイズ等の影響による欠陥画素の点滅を軽減することができる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施形態を図面を参照して説明する。
【００１７】
図１は、本発明の一実施形態に係る固体撮像装置の構成図である。この固体撮像装置は、
レンズ１と、このレンズ１の焦点位置に配置されたフレーム読み出し駆動の固体撮像素子
（以下、単に「固体撮像素子」という。）２と、固体撮像素子２の出力信号を前処理する
前処理回路（この前処理回路は、信号をサンプルアンドホールドするＣＤＳ（Correlated
 Double Sampling）回路と、自動利得制御を行うＡＧＣ（Automatic Gain Control）回路
を含む。）３と、前処理回路３から出力されるアナログ信号をデジタル信号に変換するＡ
Ｄ変換回路４とを備える。
【００１８】
固体撮像装置は更に、ＡＤ変換回路４の出力信号（以下、信号（ａ））を１水平走査期間
遅延させる１Ｈ遅延回路５と、この１Ｈ遅延回路５の出力信号（以下、信号（ｂ））を更
に１水平走査期間遅延させる１Ｈ遅延回路６（この回路６の出力信号を、以下、信号（ｃ
）とする。）と、信号（ａ）及び信号（ｂ）及び信号（ｃ）と閾値７とを入力して欠陥画
素を後述する様に検出する欠陥画素検出回路８と、この欠陥画素検出回路８の検出結果と
信号（ａ）、信号（ｂ）、信号（ｃ）とを入力して欠陥画素の出力信号を後述する様に補
正する欠陥画素補正回路９とを備える。
【００１９】
欠陥画素補正回路９からは、信号（ｄ）、信号（ｅ）、信号（ｆ）が出力される。信号（
ｄ）は信号（ａ）のうち欠陥画素の画素データを補正した信号（欠陥画素が無い場合には
信号（ａ）と同じ）であり、信号（ｅ）、信号（ｆ）も、信号（ｄ）と同様に、信号（ｂ
）、信号（ｃ）を補正した信号である。
【００２０】
本実施形態の固体撮像装置では、信号（ｄ）、信号（ｅ）、信号（ｆ）から輝度信号を生
成するために、加算回路１０と、１Ｈ遅延回路１１と、３つのデジタルローパスフィルタ
１２、１３、１４と、輝度信号処理回路１５を備える。
【００２１】
加算回路１０は、信号（ｄ）と信号（ｅ）とを加算して信号（ｇ）を出力する加算器１６
と、信号（ｅ）と信号（ｆ）とを加算して信号（ｈ）を出力する加算器１７とを備える。
１Ｈ遅延回路１１は、信号（ｈ）を入力として１水平走査期間遅延させた信号（ｉ）を出
力し、ローパスフィルタ１２、１３、１４は、夫々、信号（ｇ）、信号（ｈ）、信号（ｉ
）を入力とし、フィルタ処理後の信号を輝度信号処理回路１５に出力する。輝度信号処理
回路１５はこれら３つのローパスフィルタ１２、１３、１４からの出力信号を取り込み、
輝度信号を生成して出力する。
【００２２】
本実施形態の固体撮像装置では、信号（ｅ）、信号（ｆ）、信号（ｈ）から色信号を生成
するために、加算回路１８と、遅延調整回路１９と、色信号処理回路２０とを備える。加
算回路１８は、信号（ｅ）を遅延させた信号（ｊ）を出力する遅延手段２１と、信号（ｊ
）と信号（ｆ）とを加算して信号（ｋ）を出力する加算器２２とを備える。
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【００２３】
遅延調整回路１９は、信号（ｋ）を遅延させた信号（ｍ）を出力する遅延手段２３と、信
号（ｍ）または信号（ｋ）のいずれか一方を選択した信号を信号（ｎ）として出力するセ
レクタ２４とを備える。色信号処理回路２０は、信号（ｅ）と信号（ｆ）とを加算した加
算回路１０の一方の出力信号（ｈ）と、信号（ｎ）とを取り込み、色信号を生成して出力
する。
【００２４】
以下、先ず、固体撮像装置の全体動作について述べる。図２は、固体撮像素子２の説明図
である。本実施形態の固体撮像素子２の各画素は、イエロー（Ｙｅ）、マゼンダ（Ｍｇ）
、シアン（Ｃｙ）、グリーン（Ｇ）の各色フィルタを通して撮像を行う。この図２に示す
色フィルタを通すことで、図１に示す信号（ａ）、信号（ｂ）、信号（ｃ）は、図３に示
す様な信号となる。即ち、３ライン目が固体撮像素子２から出力されているときは、信号
（ａ）は、シアン（Ｃｙ）イエロー（Ｙｅ）シアン（Ｃｙ）イエロー（Ｙｅ）…の画素デ
ータが並ぶ信号となり、１水平走査期間だけ遅延された信号（ｂ）は、マゼンダ（Ｍｇ）
グリーン（Ｇ）マゼンダ（Ｍｇ）グリーン（Ｇ）…の画素データが並ぶ信号となる。
【００２５】
欠陥画素補正回路９から出力される信号（ｄ）、信号（ｅ）、信号（ｆ）は、欠陥画素が
存在しない場合は、図４に示すように、図３と同じ信号となる。加算回路１０は、信号（
ｄ）と信号（ｅ）を加算することにより、また、信号（ｅ）と信号（ｆ）とを加算するこ
とにより、
輝度信号Ｙ＝｛（Ｃｙ＋Ｍｇ）＋（Ｙｅ＋Ｇ）｝×１／２
の生成に必要な（Ｃｙ＋Ｍｇ）、（Ｙｅ＋Ｇ）の信号を生成し、出力する。
【００２６】
加算回路１８では、色差信号の１つであるＲ－Ｙを生成する際に必要な信号（ｋ）すなわ
ち（Ｍｇ＋Ｙｅ）、（Ｇ＋Ｃｙ）を、図５（イ）（ロ）に示す様に、信号（ｊ）及び信号
（ｆ）から生成している。
【００２７】
遅延調整回路１９は、セレクタ２４を信号ＦＨ２（図２参照）で切り換え、信号（ｎ）と
して、信号（ｋ）そのもの或いは信号（ｋ）を遅延させた信号（ｍ）の一方を選択してい
る。信号（ｋ）は、１ライン毎に（Ｙｅ＋Ｍｇ）と（Ｃｙ＋Ｇ）とが入れ替わってしまう
ため、１水平走査期間毎にハイレベルとローレベルを繰り返すライン選択信号ＦＨ２によ
りセレクタ２４を切り換えている。
【００２８】
１Ｈ遅延回路１１は、輝度信号処理回路１５での処理で垂直方向の輪郭強調信号を生成す
る際に３ライン分の信号が必要になるため、この１Ｈ遅延回路１１で信号（ｈ）を１水平
走査期間だけ遅延させた信号（ｉ）を生成し、信号（ｇ）、信号（ｈ）に加え、信号（ｉ
）も輝度信号処理回路１５に入力する。
【００２９】
輝度信号処理回路１５は、３ライン分の輝度信号すなわちローパスフィルタ１２、１３、
１４の出力信号を取り込み、ローパスフィルタ１３の出力信号に対して、ガンマ補正、ゲ
イン調整、水平・垂直輪郭強調信号加算を行い、輝度信号Ｙとして出力する。
【００３０】
色信号処理回路２０は、遅延調整回路２４からの出力信号（ｎ）と、加算回路１０からの
出力信号（ｈ）とから、色差信号（Ｒ－Ｙ，Ｂ－Ｙ）を次式に基づき生成し、
Ｒ－Ｙ＝（Ｍｇ＋Ｙｅ）－（Ｇ＋Ｃｙ）
Ｂ－Ｙ＝（Ｍｇ＋Ｃｙ）－（Ｇ＋Ｙｅ）
出力する。この色信号処理回路２０からは、色信号が、（Ｒ－Ｙ）、（Ｂ－Ｙ）、（Ｒ－
Ｙ）、…と交互に出力される。
【００３１】
次に、固体撮像素子２に欠陥画素が存在する場合について説明する。欠陥画素が存在する
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場合、輝度信号中に、白点または黒点として画像欠陥が起きる。以下、白点となる欠陥画
素の検出方法を図６を参照して説明する。
【００３２】
欠陥画素検出回路８は、図６に示す様に、判定対象とする画素Ｂと、それを除く周辺の同
一フィルタ画素（Ａ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ）を抽出し、さらに判定対象画素Ｂに隣接した異種
フィルタ画素、すなわち枠２５内の画素（ａ２，ａ３，ｂ２，ｂ３，ｃ２）と、これら周
辺の異種フィルタ画素（枠２５内の画素を除くａ１～ａ８，ｂ１～ｂ８，ｃ１～ｃ７）を
抽出する。これらの抽出された画素の出力データを用いて、判定対象とする画素Ｂが欠陥
画素であるか否かの判定を行なう。
【００３３】
まず、判定対象画素が周辺画素に対してどのくらい突出しているのかを調べるため、判定
対象画素Ｂとそれを除く周辺の同一フィルタ画素（Ａ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ）の最大値との差
分を計算し、この差分が所定の閾値ｔｈｗ１以上の場合、判定対象画素は突出している画
素であると判定する。式で表すと次の判定式１に示す様になり、これを判定対象画素が欠
陥であることの「第１条件」
〔判定対象画素の突出量の判定〕
|Ｂ－ｍａｘ（Ａ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ）|≧ｔｈｗ１　　　…（判定式１）
とする。尚、ｔｈｗの“ｗ”はホワイト（白）を表す。
【００３４】
次に、判定対象画素Ｂに隣接した異種フィルタ画素、すなわち枠２５内の画素（ａ２，ａ
３，ｂ２，ｂ３，ｃ２）のそれぞれの画素が周辺画素に対してどのくらい突出しているの
かを調べる。例えば、画素ａ２の突出量は自画素ａ２とそれを除く周辺の同一フィルタ画
素（ａ１，ａ３，ａ５，ａ６，ａ７）のうちで最大値以外の画素（例えば、２番目に大き
い画素）との差分を計算し、この差分が所定の閾値ｔｈｗ２以下の場合は、自画素ａ２は
突出していないと判定する。
【００３５】
その他の画素（ａ３，ｂ２，ｂ３，ｃ２）についても同様にして突出量を調べ、枠２５内
の画素（ａ２，ａ３，ｂ２，ｂ３，ｃ２）の中に突出した画素が一つも無いことを判定対
象画素が欠陥であることの「第２条件」とする。
【００３６】
この第２条件は、次の判定式２で表される。
〔隣接画素の突出量の判定〕
｛｜ａ２－ｍａｘ２（ａ１，ａ３，ａ５，ａ６，ａ７）｜≦ｔｈｗ２｝ ＆
｛｜ａ３－ｍａｘ２（ａ２，ａ４，ａ６，ａ７，ａ８）｜≦ｔｈｗ２｝ ＆
｛｜ｂ２－ｍａｘ２（ｂ１，ｂ３，ｂ５，ｂ６，ｂ７）｜≦ｔｈｗ２｝ ＆
｛｜ｃ２－ｍａｘ２（ｃ１，ｃ３，ｃ５，ｃ６，ｃ７）｜≦ｔｈｗ２｝ ＆
｛｜ｂ３－ｍａｘ２（ｂ１，ｂ３，ｂ５，ｂ６，ｂ７）｜≦ｔｈｗ２｝
…（判定式２）
ここで、ｍａｘ２（）は、（）内の画素のうちで２番目に大きい画素である。
【００３７】
上記の「第１条件」と「第２条件」を共に満たしたとき、すなわち（判定式１）と（判定
式２）が共に「真」であるとき、即ち、
〔欠陥画素の判定〕
（判定式１）∩（判定式２）＝真　　　　（判定式３）
が成立するとき、判定対象画素Ｂを欠陥画素と判定し、この画素Ｂの出力データを後述す
るようにして補正する。
【００３８】
欠陥画素であるか否かの判定で難しいのは、その画素が欠陥画素であるのか、それとも画
像情報中のエッジ部分（輪郭部分）を撮像した画素であるかの区別である。しかし、上述
した本実施形態に係る欠陥画素の検出方法は、判定式３を用い、
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「判定対象画素が突出している」
且つ
「判定対象画素に隣接している画素の中で、突出している画素が無い」
場合に、判定対象画素を欠陥画素と判定しているため、判定対象画素がエッジの一部であ
るか欠陥画素であるかの区別を容易に行うことが可能である。これを図７で説明する。
【００３９】
図７（イ）は画像情報中のエッジ部分にかかる画素の状態を示す図であり、図７（ロ）は
欠陥画素の状態を示す図である。図中の“１”となっている画素は、前記「第１条件」ま
たは「第２条件」で突出していると判定された画素を示している。
【００４０】
図７（イ）において、エッジの場合は「判定対象画素に隣接した画素」の中に突出してい
る画素（図中の“１”となっている画素）が存在するため、たとえ判定対象画素が突出し
ていても、判定対象画素を欠陥画素と判定することはない。
しかし、図７（ロ）に示す様に、判定対象画素が孤立して突出している場合は、上記の判
定式３により、この判定対象画素を欠陥画素であると判定でき、エッジの先端等と欠陥画
素とを容易に区別することが可能である。
【００４１】
次に、欠陥画素の画素データの補正方法について説明する。欠陥画素のデータ補正は、本
実施形態では、判定対象画素のデータ値と、それを除く周辺の同一フィルタ画素のデータ
とを用いて行う。例えば、図６において、判定対象画素Ｂが欠陥であると判定された場合
、画素Ｂの補正値は、次の補正式１
補正値＝ｋ×ｍａｘ（Ａ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ）十（１－ｋ）×Ｂ
…（補正式１）
によって求められる。
【００４２】
但し、ｋは判定対象画素Ｂの突出量と判定対象画素Ｂに隣接する画素（枠２５内の画素）
の突出量によって決定される係数（０≦ｋ≦１）である（以下、補正係数と呼ぶ）。
【００４３】
図８（イ）（ロ）は、それぞれ横軸を判定対象画素の突出量、判定対象画素に隣接する画
素の突出量とした場合に、それらに応じて変化する係数ｋ１（０≦ｋ１≦１）、ｋ２（０
≦ｋ２≦１）の特性を示している。これらの係数ｋ１、ｋ２と上記の補正式１における補
正係数ｋとの関係は以下のようになっている。
【００４４】
ｋ＝ｍｉｎ（ｋ１，ｋ２）　　　　　　　　…（補正式２）
例えば図８（イ）（ロ）に示すＰ点は、「判定対象画素の突出量は閾値ｔｈｗ１よりもは
るかに大きく、それに隣接する画素の突出量は閾値ｔｈｗ２近傍にある」場合を示してい
る。この時は、ｋ１＝１、ｋ２＝０．５となり、このため、上記の補正式２によれば、ｋ
＝０．５となる。
【００４５】
従って、この場合の欠陥画素Ｂのデータの補正値は、上記の補正式１により、
補正値＝０．５×ｍａｘ（Ａ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ）十０．５×Ｂ
となり、周辺画素の最大値と判定対象画素Ｂの値の中間値で補正される。
【００４６】
一方、図８（イ）（ロ）に示すＱ点は、「判定対象画素の突出量は閾値ｔｗｈ１よりもは
るかに大きく、それに隣接する画素の突出量は閾値ｔｗｈ２よりもはるかに小さい」場合
を示している。この時は、ｋ１＝１、ｋ２＝１となり、補正式２により、補正係数はｋ＝
１となる。
【００４７】
従って、この場合の欠陥画素Ｂのデータの補正値は、上記の補正式１により、
補正値＝１×ｍａｘ（Ａ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ）十０×Ｂ
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となり、周辺画素の最大値で補正されることになる。
【００４８】
以上の様に、本実施形態に係る固体撮像装置では、判定対象画素およびそれに隣接する画
素の突出量が閾値周辺にある場合、これらの突出量に応じてデータの補正値を滑らかに変
化させている。これにより、ノイズ等の影響により判定対象画素またはそれに隣接する画
素の突出量が閾値をまたぎ、欠陥補正のオンオフを繰り返す場合には、欠陥の点滅（この
例では、白の点滅）を軽減することが可能となる。
【００４９】
以上は、白の欠陥画素の検出とその画素データの補正方法について述べたが、黒の欠陥画
素の検出とその補正方法も同様の原理で可能である。以下に、上記の判定式１、２、３、
補正式１、２に対応する式を示す。
【００５０】
〔判定対象画素の突出量の判定〕
｜Ｂ－ｍｉｎ（Ａ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ）｜≧ｔｈｂ１　　…（判定式１ｂ）
尚、ｔｈｂの“ｂ”はブラック（黒）を表す。
【００５１】
〔隣接画素の突出量の判定〕
｛｜ａ１－ｍｉｎ２（ａ１，ａ３，ａ５，ａ６，ａ７）｜≦ｔｈｂ２｝ ＆
｛｜ａ３－ｍｉｎ２（ａ２，ａ４，ａ６，ａ７，ａ８）｜≦ｔｈｂ２｝ ＆
｛｜ｂ２－ｍｉｎ２（ｂ１，ｂ３，ｂ５，ｂ６，ｂ７）｜≦ｔｈｂ２｝ ＆
｛｜ｃ２－ｍｉｎ２（ｃ１，ｃ３，ｃ５，ｃ６，ｃ７）｜≦ｔｈｂ２｝ ＆
｛｜ｂ３－ｍｉｎ２（ｂ１，ｂ３，ｂ５，ｂ６，ｂ７）｜≦ｔｈｂ２｝
…（判定式２ｂ）
但し、ここでｍｉｎ２（）は（）内の画素のうちで２番目に小さい画素を表している。
【００５２】
〔欠陥画素の判定〕
（判定式１ｂ）∩（判定式２ｂ）＝真　　　　　…（判定式３ｂ）
〔欠陥画素のデータ補正〕
補正値＝ｋ×ｍｉｎ（Ａ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ）＋（１－ｋ）×Ｂ
…（補正式１ｂ）
〔補正係数の補正〕
ｋ＝ｍｉｎ（ｋ１，ｋ２）　　　　　　　　　…（補正式２ｂ）
【００５３】
本実施形態に係る固体撮像装置では、複数ラインの画素データを欠陥画素検出回路８が同
時に取り込んでいるため、また、複数ラインの画素データを欠陥画素補正回路９が同時に
取り込んでいるため、図９に示す垂直方向の複数ラインの判定対象画素に対し、上記の欠
陥画素の判定処理を同時に並行して行い、上記の補正処理を同時に並行して行うことがで
きる。これにより、輝度信号処理回路および色信号処理回路で使用する入力信号全てに対
して欠陥画素を検出し補正することができる。
【００５４】
また、本実施形態では、固体撮像素子２から順次送られてくる画像信号（画素データ）か
ら欠陥画素であるか否かをその都度判定し、データ補正を行う構成のため、欠陥画素がど
の画素であるかを記憶しておくためのメモリが不要であり、コストを削減できると共に、
固体撮像装置の動作中に新たに画素が故障した場合でも直ちに対処することが可能となる
。
【００５５】
【発明の効果】
本発明によれば、欠陥画素の影響が周辺画素に広がることなく欠陥画素の出力信号を補正
することができるので、固体撮像素子に欠陥画素が含まれている場合も欠陥画素が無い場
合と同様の綺麗で違和感の無い画像を画面に表示することが可能となる。
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【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係る固体撮像装置の構成図
【図２】本発明の一実施形態に係る固体撮像装置で用いる固体撮像素子の色フィルタ配列
の例を示す図
【図３】本発明の一実施形態に係る固体撮像装置で用いる固体撮像素子の出力信号を示す
図
【図４】本発明の一実施形態に係る固体撮像装置で用いる欠陥画素補正回路の出力信号を
示す図
【図５】本発明の一実施形態に係る固体撮像装置の各部の信号を示す図
【図６】本発明の一実施形態に係る欠陥画素の検出のためのエリアを示す図
【図７】本発明の一実施形態に係る欠陥画素の検出方法を説明するための図
【図８】（イ）本発明の一実施形態に係る欠陥画素補正における注目画素の突出量と補正
係数ｋ１の関係を示す図（ロ）本発明の一実施形態に係る欠陥画素補正における周辺画素
の突出量と補正係数ｋ２の関係示す図
【図９】本発明の一実施形態に係る欠陥画素の検出および補正を同時に行なうことのでき
る判定対象画素を示した図
【図１０】従来の固体撮像装置の構成図
【符号の説明】
１　レンズ
２　固体撮像素子
３　前処理部
４　ＡＤ変換器
５、６、１１　１Ｈ遅延回路
７　しきい（閾）値
８　欠陥画素検出回路
９　欠陥画素補正回路
１０、１８　加算回路
１２、１３、１４　デジタルローパスフィルタ回路
１５　輝度信号処理回路
１９　遅延調整回路
２０　色信号処理回路
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